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July | 7 月

熱中症対策
夏はエアコンをつけながら窓を開けて授業していま
す。窓を開けるとどうしても通常より教室が暑くなり
ますので、必要な方はお茶やネッククーラーなどをご
用意ください。

各種リンクのご紹介
毎月のお便りの右上にリンク集を載せていますが、活用されている方が少ないようですので、ど
ういうリンクかを細かく説明いたしますね。
小学生
クラス別ページ

小１－６向けのクラス別のページがあります。テキストのレベルで分けて
いるので、お子さんが現在何のレベルを勉強しているかを確認し、復習に
使ってください。各ページに下記のリンクがあります。
・その週のテキストの動画・プリント
・本読みの動画・プリント
・フォニックスのプリント

プリスクール
クラス別ページ

プリスクールクラスの各ページに下記があります。
・毎月の歌・手遊びの動画
・毎月の単語の QUIZLET
・毎月の単語の塗り絵
・ABC のプリント

Let's Go

小学生テキスト Let's Go の生徒用サイトです。Let's Go の単語、動画、ク
ラス CD などをこちらから無料でダウンロードできます。（Let's Go の動
画は小学生クラスページでも見れます。）

Quizlet

当教室でよく耳にする学習アプリ QUIZLET のリンクです。ここからお子様
のクラスや他のフォルダーを閲覧できます。

英検過去問題

英検の過去問集を作っています。リスニングの音声も入っています。

（準 2 級～1 級）

中学生用会話集

中２－３のクラスで勉強している会話フレーズの一覧です。この内容をし
っかり覚えておけば日常会話に困らないでしょう。^^

Clothes
ここで発音を確認！

Kangaroo
Koala / Step 1
Step 2

Step 3

・Skirt スカート

・Shoesくつ

・Socks くつした

・Pants ずぼん

T シャツ

・Undies 下着

・T-shirt

・Cap 帽子

・Pajamas

・Umbrella かさ

・Raincoat レインコート

・Sweater
・Gloves

Getting dressed
Take off your ~

上着
手袋

・Shirt シャツ
・Jacket ジャケット

お着替え

～を脱いでね。

Put on your ~ ～を履いてね。
Your shirt is inside out.

シャツが裏返しだよ。

Your shirt is back to front.

シャツが後ろ前だよ。

Your shoes are on the wrong feet.

Rainy Days

靴が左右逆だよ。

雨の日

It’s pouring / It’s raining cats and dogs どっしゃぶりだね
Oh thunder! lightning! 雷だ・稲妻だ
Open your umbrella! 傘さして！

パジャマ

・Shorts

短パン

7 月の手遊び
Mummy and Me, Step 1 and 2
Open Shut Them

動画はこちらふ

Open shut them, open shut them.
Give a little clap, clap, clap.
Open shut them, open shut them.
Put them in your lap, lap, lap.

Big and small. Big and small.
Big, big, big, big, small, small, small. X 2

Please/No thank you. Please/No thank you.
Please, please, please, please. No thank you. X 2

Fast and slow. Fast and slow.
Fast, fast, fast, fast, slow, slow, slow X 2

Loud and quiet. Loud and quiet.
Loud, loud, loud, loud. Shh! Quiet. X 2

Peek-a-boo. Peek-a-boo.
Peek-a, peek-a, peek-a-boo! X 2

Step 3
I’m a Little Tea Pot

動画はこちら

I’m a little tea-pot, short and stout
Here is my handle, here is my spout
When I get all steamed up, hear me SHOUT
Tip me over, pour me out

7 月の歌
Mummy and Me 1 Kangaroo
We All Fall Down

動画はこちら

Walk around the circle, we all fall down.
Gallop around the circle, we all fall down.
Tip toe around the circle, we all fall down.
Sleepy, sleepy, sleepy, I’m so sleepy.
Hop around the circle, we all fall down.
Twirl around the circle we all fall down.
Hop around the circle, twirl around the circle, we all fall down.

Mummy and Me 2 Koala
The Monkey Dance

動画はこちら

We’re gonna do the monkey (oh oh ah ah)
Do the monkey, monkey, monkey, that’s alright!
We’re gonna Jump to the front and back X 3

1. Monkey

2. Tiger

3. Elephant

Preschool Step 1
5 Little Joeys

動画はこちら

Five little joeys jumping on the bed
One fell off and bumped her head
Called the doctor and the doctor said
No more joeys jumping on the bed

REPEAT with 4, 3, 2, 1, and finally 1 cheeky doctor.

Preschool Step 2
Put On Your Shoes

動画はこちら

Put on your shoes, your shoes, your shoes X 2
Put on your shoes, lets go outside
Hurry up, hurry up, hurry up!

2. Pants

3. Jacket

4. Hat

Preschool Step 3
Hat On My Head

動画はこちら

Hat on my head It's sunny today
Got my hat on my head
It's sunny today I'll be okay
I put my raincoat on It's starting to rain
Put my raincoat on
It's starting to rain I'll be okay
I take my raincoat off It's sunny again
Take my raincoat off
It's sunny again I feel okay
We feel okay Yeah yeah yeah

Elementary 低学年
Old MacDonald had a Farm

動画はこちら

Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a COW. E-I-E-I-O.
What does a COW say?
1. Cow - Moo

2. Horse - Neigh

3. Pig - Oink

4. Sheep - Baa

5. Duck - Quack

6.Rooster - Cockadoodledoo

